第１３回チャリティーイベント 健康まつり プログラム
総合司会：倉石孝治・橋本 都
9:30 開会のご挨拶
9:50

10:40

健康友の会「ふれあい」
医療法人 健身会

1, 橋本 都 先生
2, 高橋典子 先生と生徒の皆様
3, 青木栄子 先生
4, 木村誠治 先生
5, 西條 徹 先生
1, 西口元勝
2, 畠山久美子
3, 立澤せつ子
4, 大滝 和
5, 吉田昭子
6, 原チエ子
7, 濱田知子
8, 佐藤公義
9, 田中紘子
10, 土屋ひろ子
11, 横山加代
12, 風間きみ子
13, 高田良江
14, 植竹清四郎
【アーツ(歌鈴)の皆様】 11:30頃
15, 大神田玲子
16, 柏木静子
17, 高浜君代
18, 田島宏子
19, 山崎雅一郎
20, 木谷絢子 ～踊り～
【橋本歌謡教室の皆様】 12:00頃
21, 上原文子
22, 出戸美久子
23, 黒川麗子

ある女の詩（美空ひばり）
～気功～
かあちゃん（島津亜矢）
女心（森進一）
風の午後（北原ミレイ）
聴かせて（幸治Ｋｏｈｊｉ）
バラよ咲きなさい（北原ミレイ）
鷹匠（朝日奈ゆう）
海鳥哀歌(花咲みゆき)
黒髪(神野美伽)
津軽の春(瀬口侑希)
おつう(島津亜矢)
江差恋しや（三橋美智也）
枯葉の街（由紀さおり）
望郷はぐれ鳥（天童よしみ）
心かさねて（市川由紀乃）
つづれ織り （中村美津子）
海宿（桜井くみ子）
ありがとう･･･。感謝（小金沢昇司）
枇杷の実のなる頃（天童よしみ）
信濃慕情（入山アキ子）
つづれ織り（中村美津子）
ひえつき望郷歌（岡ゆう子）
人生夜汽車（神野美伽）
女のあかり（天童よしみ）
恋する二人の銀座（周東 寛）
2時間だけのルージュ（チェウニ）
乱れ花（大月みや子）

13:30 【Ｄｒ.周東の愛の作品集】
13:45

特別講演

会長 桑原哲郎
理事長 周東 寛

１,人生に感謝

6, 天城美沙 先生
運命に生きる（天城美沙）
7, 大久保隆由 さん
裏街道（大久保隆由）
8, 佐藤友治 先生
下北漁港（船村徹）
9, 北王子歌恋人
別れの一本杉（春日八郎）
10, 清水錦洲 先生 ～詩吟～
名槍日本号
24, 林田義雄
夕子のお店(増位山太志郎)
25, 仙波とき子
流恋草(香西かおり)
26, 愛 文枝
赤いエプロン(中村美津子)
【踊り・ダンス】 12:20頃
27, 籠田知子先生
Hura「オハナフラ」フラダンス教室
28, 石野美子先生
Me alegro フラメンコ教室
29, 渡邊弘子
日本舞踊 さのさ舟（相原ひろ子）
30, 倉持久子先生
ボールエクスサイズ教室
31, 邱 美艶 他3名
日本舞踊 お座敷小唄
【石黒カラオケ教室の皆様】 12:40頃
32, 金子隆一
春はもうすぐ（小金沢昇司）
33, 森 節子
愛は腕の中（Ａｎｎ）
34, 岡部美瑳子
スター（ケイ潤子）
35, 大沢圭子
北のおんな節（泉ちどり）
36, 後藤孝子
北窓（森サカエ）
37, 笠井桂子
時計（ケイ潤子）
38, 新関かつ子
面白山の滝（岩本公水）
39, 金子美子
熱い河（キム・ヨン・ジャ）
40, 芳賀栄子
五里霧中（あらい玉英）
41, 高澤愛子
思い出の街（織田みさ穂）
42, 廣田みちこ
父娘坂（清水まり子）
43, 安原恵美子
海鳥哀歌（花咲ゆき美）
44, 原田清子
木枯らし一号（あさみちゆき）
45, 石黒カラオケ教室講師 石黒允子
２曲

２,親子・家族の絆

３,本当にありがとう

『歌と健康、そして第一興商の取り組み』
株式会社 第一興商 執行役員 エルダー事業開発部長 戸塚圭介
医療法人 健身会 南越谷健身会クリニック 理事長 周東 寛
株式会社 プッシュプルオフィス 代表 山田ゆうすけ
ＮＰＯ法人 健康サポートまごの手 代表 斉藤恵理子

自由民主党
公明党
14:45

衆議院議員
参議院幹事長

黄川田ひとし先生
西田まこと先生

東京オヤジバンド「シャープサウンズ(リーダー：黒岩智行)」＆ 周東 寛

司会：松村 勲
15:15 【チャリティー企画】 越谷市福祉協議会
【台湾・日本国際文化交流】 台湾駐日大使
15:35 1,曉和流家元

曉和波奈江

謝 長廷（シャ・チョウテイ）先生

『風花の宿』

16:15

周東 寛

2,青木栄子先生と生徒様『愛をありがとう』

15:45 【Ｄｒ.周東の「お祭りだ！みんなで歌って踊って“へそ踊り”」】
１,元気はつらついつまでも
４,夜明けのブルース

＆

２,健康音頭
５,おヘソのまわりは何センチ

踊り：片山良枝先生と生徒様

３,今日も明日も幸せに
６,フレーフレー東京・世界を一つに

【チャリティー特別企画】 司会 ： 林家らぶ平

演歌歌手

小金沢昇司

ステージ

夏木かずみ（キングレコードよりデビュー）
１,千藤美嘉
４,游 美媛（ユウ・メイエン）
17:45 【Ｄｒ.周東の銀座シリーズ】
１,ロマンス銀座
４,銀座の恋のブルース
18:15 閉会のご挨拶

２,劉 美娥（リュウ・メイア）
５,邱 美艶（キュウ・メイエン）

３,アイリーン
６,細沼初美

周東寛＆イケメンダンサーズ
２,恋する二人の銀座
５,銀座のラブソング

医療法人 健身会

理事長

３,恋の銀座でいいじゃない
６,東京は夢の都
周東 寛

